
令和３年度森林ボランティア団体調査一覧表

①団体名 ②団体の主たる所在地 ③郵便番号 ④代表者氏名 ⑤電話番号 ⑥ＦＡＸ番号 ⑦E-mailアドレス ⑧団体ホームページURL ⑨主な活動所在地

1 油山自然観察の森　森を育てる会 福岡市南区大字桧原８５５－１　油山自然観察センター内 811-1355
油山自然観察センター
森を育てる会担当

092-871-2112 092-801-8661
aburayama@morikai.org http://www.morikai.org/morikai.htm

油山 森林の整備・保全 　 　

2 今津元寇防塁松原愛護会 福岡市西区今津2131-1 今津公民館内 819-0165 大歯　司 092-806-2021 092-807-2550 今津海岸松原限定 松林の整備・保全 　 　

5 福岡市水源林ボランティアの会 福岡市西区石丸3丁目17-42-402 819-0025 西原　寛 080-8572-7576
nishihara_sisia@docomo.ne.jphttp://r.goope.jp/suigenn

福岡市早良区
福岡市東区

森林の整備・保全 　 　

6 ＮＰＯグリーンフォレスト福岡 福岡市東区社領１－２－９ 812-0068 西村　保美 092-621-7400 092-621-5788
fkchk@basil.ocn.ne.jp http://greenforest.fkchk.net/

福岡県内 森林の整備・保全 　 　

7 奈多植林会
福岡市東区美和台１－２３－４
（福岡市東区奈多2-13-12）

811-0212
811-0204

事務局長　筈箕 毅（代表者　今林 久）
092-606-7108
092-608-1911

092-606-7108
092-608-1488 diver.tsuyoshi@nifty.ne.jp

福岡市東区奈多 松林の整備・保全 　 　

8 森と海の再生交流事業実行委員会 福岡市西区愛宕浜４丁目４９－１ 819-0013
末永　慶次　※福岡市漁
業組合長が代表者

092-881-4300 092-883-1740
koubai@fukuokashi-gykyo.com

福岡市内 森林の整備・保全 　 　

10 公益社団法人福岡県造園協会 福岡市博多区吉塚本町１３－５０ 812-0046 理事長　三浦　義孝 092-632-3282 092-632-3320
f-kenzokyo@aioros.ocn.ne.jp http://www.fkz.or.jp/

古賀市 森林の整備・保全 普及活動 　

11
特定非営利活動法人
里まちサイクルコミュニティ

福岡市早良区田村１－１０－３ 814-0175 上野　徳子 092-980-1036 092-980-1036
smcc@sgr.bbiq.jp http://www1.bbiq.jp/smcc

福岡市・糸島市 森林の整備・保全 　 　

12 特定非営利活動法人はかた夢松原の会 福岡市中央区大名１丁目２番１５号  GF  SQUARE  大名4-B 810-0041 磯谷　慶子 092-406-2369 092-406-2379
yumematu@heart.ocn.ne.jp http://www.yumematsu.com/cgi/mt/

福岡市 松林の整備・保全 　 　

13 福岡市林業研究グループ 福岡市西区大字金武２１２７－２ 819-0035 代表者　横尾　新二 092-811-1805 092-811-5595 福岡市 森林の整備・保全 　 　

14 飯盛山を愛する会 福岡市西区大字飯盛561 819-0037 会長　倉光　一成 092-811-1394 092-811-1394 福岡市西区飯盛 森林の整備・保全 　 　

16 立花山・三日月山保全ボランティア「楽友会」 福岡市東区箱崎２－５４－１　東区役所企画振興課振興係 812-0053 会長　吉永　逸郎 092-645-1037 092-651-5097 福岡市東区 遊歩道の整備・保全 竹林の整備・保全 森林の整備・保全

17 特定非営利活動法人グリーンシティ福岡 福岡市中央区渡辺通５－２４－３０　東カン福岡第一ビル１０１９号 810-0004 理事長　東島　勉 092-215-3913 092-215-3913 info@greencity-f.org
http://www.greencity-f.org/

福岡市 森林の整備・保全 　 　

18 地球お守り隊 福岡市中央区小笹３－２１－６５ 810-0033 代表　戸田　美子 090-3194-1241 092-524-7725
takakei4141@yahoo.co.jp

日田市中津江村 森林の整備・保全 　 　

19
特定非営利活動法人
ライオンズの森プロジェクト

福岡市南区天神４－１－１１ 815-0075 理事長　山崎　廣太郎 092-511-6830 092-511-6830
http://www.lions-mori.net/

インドネシア
バタム市

森林の整備・保全 　 　

21 生の松原緑地保全会議 - - 理事長　砂田　茂行 - - - - 福岡市西区 松林の整備・保全 　 　

24 市民緑化ｸﾞﾙｰﾌﾟ「わたしの木」 福岡市西区愛宕浜4-6-4 819-0013 廣瀬　裕美子 092-882-7837 福岡市早良区 森林の整備・保全 　 　

26 ふくおかの松原を守る会 福岡市博多区吉塚本町13-50 812-0046
（社）福岡県造園協会
会長　三浦　義孝

092-632-3282 092-632-3320 aah96410@pop16.odn.ne.jp http://www.fkz.or.jp 福岡市 森林の整備・保全 　 　

27 美の松露（白砂青松） 福岡市西区生の松原1丁目10-24 819-0055 河口　里美 092-883-6131 092-883-6131 ensat-cat@ezweb.ne.jp 福岡市西区 松林の整備・保全 　 　

28 福岡市緑化協会 福岡市早良区早良7丁目1-39 811-1122 大橋　優 092-804-6075 092-804-6089 info@fukuoka-ga.jp 福岡市 森林の整備・保全 　 　

29
NPO法人
ふくおか環境カウンセラー協会福岡支所

福岡市東区香椎照葉2丁目3-36 813-0017 依田　浩敏 092-672-9911 092-672-9911 feca.office@gmail.com http://fukkan.sa-ba.jp/ 福岡県全域 森林の整備・保全 　 　

35 赤坂竹林整備組合 福岡市早良区曲渕521 811-1133 筒井　護 092-804-3686 ut323t@bma.biglobe.ne.jp 福岡市 竹林の整備・保全 　 　

36 西浦活動グループ 福岡市西区西浦1295 819-0202 原田　幸司
h.kouji13@gmail.com　　（宗）
qqf72zs9@ace.ocn.ne.jp

福岡市 森林の整備・保全 　 　

37 油山社中 福岡市城南区樋井川４－８－１０ 814-0153 吉浦　隆紀 090-3012-2839 092-871-2839
hiigawamura@gmail.com

- 福岡市南区 森林の整備・保全 普及活動 　

38 愛宕の森と緑を守る会 - - 堤　啓次郎
https://atagoforest.wixsite.com/
home

福岡市西区 森林の整備・保全 木育・体験学習 　

39 西区ふれあいの森　生松台クラブ 福岡市西区生松台1-14-1 819-0044 西尾　恵治 092-985-3260 092-985-3260 福岡市西区 森林の整備・保全 木育・体験学習 遊歩道の整備・保全

40
往還の尾根道と野河内の自然環境を整
備する登山者と市民の会

https://nogouchioukannokai.web.
fc2.com/index.html

福岡市早良区 森林の整備・保全 遊歩道の整備・保全 　

42 リ・リーフ 立山　太朗 Releaf2021@gmail.com 福岡市中央区 森林の整備・保全 遊歩道の整備・保全 木育・体験学習

46 湯ノ見岳愛育会 大野城市白木原２－１３－１７ 816-0943 上野　誠 080-7808-1449 092-581-2054
yunomidake@yunomidake.mokure
n.ne.jp

http://yunomidake.mokuren.ne.jp 大分県日田市 森林の整備・保全 　 　

48 (公財)おおのじょう緑のトラスト協会 大野城市御笠川３－4－1 816-0912 理事長　南　靜雄 092-558-1750 092-558-1785 info@green-onojo.jp http://www.green-onojo.jp 大野城市 森林の整備・保全 普及活動 木育・体験学習

49 一般社団法人　まほろば自然学校 太宰府市国分５－２３－３２ 818-0132 代表理事　岩熊　志保 092-922-1029 092-922-1029 s2_iwaiwa@csf.ne.jp
http://mahoroba2005.blog50.fc2.com

太宰府市 森林の整備・保全 木育・体験学習 　

50
特定非営利活動法人
古都・大宰府の風を育む会

太宰府市青山４－２６－２ 818-0121 理事　石橋　清美 090-7151-9317
jonn.isibasi@sd5.so-net.ne.jp

https://dazaifu-kazekai.org/ 太宰府市 森林の整備・保全 　 　

51 月山の会 太宰府市観世音寺1-1-1　都市計画課内 818-0198 事務局：太宰府市都市計画課
092-921-2121
（内線424）

092-921-1601 urban-planning@city.dazaifu.lg.jp 太宰府市 森林の整備・保全 竹林の整備・保全 　

52 宮司地区郷づくり推進協議会 福津市宮司浜２－１５－１ 811-3311 会長　坂根　康廣 0940-52-0780 0940-52-0780
miyaji.satodukuri@gmail.com http://wagamachi.city.fukutsu.lg.jp

福津市宮司浜 松林の整備・保全 　 　

53 福間地域郷づくり推進協議会 福津市西福間２－７－３３ 811-3219 会長　佐伯　美保 0940-72-1085 0940-72-1085 sato-fukuma@cd.wakwak.com
http://wagamachi.city.fukutsu.lg.jp

福津市花見が浜、北原 松林の整備・保全 　 　

54 環境ネットワーク「虹」 福津市中央１－１６－６－５０６ 811-3217 代表　佐伯　美保 090-5080-3581 knet_niji@yahoo.co.jp http://knet-niji.jp/ 福津市 森林の整備・保全 　 　

55 津屋崎地域郷づくり推進協議会 福津市津屋崎3-17-3  まちおこしセンター内（津屋崎千軒なごみ） 811-3304 会長　御厨　忠男 0940-52-1553 0940-52-1553
sato.tsuyazaki@gmail.com http://wagamachi.city.fukutsu.lg.jp

福津市津屋崎 松林の整備・保全 　 　

⑩主な活動分類　（３つまで）
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56 那珂川市女性林業研究グループ 那珂川市大字埋金８３５－２ 811-1232 池田　さよ子 092-952-2022 092-952-2105 那珂川市 木育・体験学習 普及活動 　

57 那珂川市林業研究会 那珂川市大字埋金８３５－２ 811-1232 白水　武夫 092-952-2022 092-952-2105 那珂川市 普及活動 　 　

58 那珂川市竹プロジェクト 那珂川市仲2丁目5番1号 811-1253 一田　達彦 092-954-2211 092-954-3399 matsunaga@mirika.or.jp
http://mirika.or.jp/takepuro/in
dex.htme

那珂川市 竹林の整備・保全 　 　

61 篠栗森づくりの会 糟屋郡篠栗町大字篠栗４９５５－１ 811-2405 村嶋　秀樹 092-947-4590 092-947-4646 exsasaguri@ma.e-broad.ne.jp 篠栗町 森林の整備・保全 　 　

62 四王寺こもれび会 宇美町原田１－１６－３６ 811-2132  会長　末松　正幸 090-1923-8554
nau_masa@bg8.so-net.ne.jp

宇美町 森林の整備・保全 木育・体験学習

63 ちくしの森林ボランティアの会 筑紫野市石崎１－１－１ 818-8686 農政課　農林土木担当係（代表者　筑紫野市長） 092-923-1111 092-923-9634 nousei@city.chikushino.fukuoka.jp 筑紫野市大字平等寺 森林の整備・保全 　 　

64 ラブ・グリーンの会 筑紫野市天拝坂1-6-9
818-0053

西　秀樹 092-920-5679 092-920-5679 info@lovegreen.jp http://lovegreen.jp/
東南アジア（タイ）
（国内は現在なし）

森林の整備・保全 　 　

65 天山ふれあい会
筑紫野市天山１１４
筑紫野市天山１３６

818-0012 会長　井上　元生 092-926-2891 092-926-2891 inouemotoo1940@chime.ocn.ne.jp http://amayama.jp 筑紫野市天山 森林の整備・保全 木育・体験学習 　

66 100年の森を育てる会 春日市春日公園7-64-501 816-0811 佐藤　政男 092-591-7036 092-591-7036 tekuteku3po@nifty.com 筑紫野市 森林の整備・保全 　 　

67 北部九州里山再生プロジェクト 北九州市戸畑区仙水町1-1 804-8550 長谷川　逸人 093-884-3109 093-884-3109
omineyama@googlegroups.com

福津市 森林の整備・保全 木育・体験学習 　

68 古賀市緑のまちづくりの会 古賀市天神5丁目11-7-505 811-3101 宿理　英彦 092-944-5924 shukuri_2@m5.dion.ne.jp http://www.koga-midori.com 古賀市内 森林の整備・保全 　 　

69
古賀市花見小校区コミュニティ
”松原ネット花見”

古賀市花見東2丁目６－１　フレグランス花見１０２号 811-3111 成田　眞一郎 092-944-5612 092-944-5612 古賀市内 松林の整備・保全 　 　

70 西っ子憩いの松原 古賀市天神６－１１－７ 811-3101 神谷　環吉 090-9079-5117 古賀市内 松林の整備・保全 　 　

71 中川区防風林を守る会 古賀市天神7丁目8番1号 811-3101 仲道　誠明 090-3327-4610 092-943-1413 semei@w8.dion.ne.jp 古賀市内 松林の整備・保全 　 　

75 さつき松原管理運営協議会 宗像市東郷１－１－１（宗像市役所農業振興課内） 811-3492 桑野　通孝 0940-36-0041 0940-36-0320
nougyous@city.munakata.fukuoka.
jp

宗像市 松林の整備・保全 　 　

82 わいわいクラブ 糟屋郡新宮町桜山手2-13-5 811-0113 青山　直子 092-963-3426 新宮町 森林の整備・保全 　 　

84 Tachibana All Powers(TAP) 粕屋郡新宮町大字立花口１３３６ 811-0102 堀田　晴夫 新宮町 森林の整備・保全 　 　

85 松林保存会 糸島市二丈武５０７ 819-1616 蓑田　昌冶
（合屋）092-324-
1945
（蓑田）092-325-

ryu.yoshi@gmail.com   (合屋）
090-4998-8405
eizi00583@taj.bbiq.jp

無 糸島市 松林の整備・保全 　 　

86 ＮＰＯ「里浜つなぎ隊」 糸島市志摩芥屋190-1 819-1335 代表　髙山　香月 080-6446-3381 092-328-3381
ktaka12@ybb.ne.jp

糸島市志摩芥屋 松林の整備・保全 　 　

87 福岡地区明るい社会づくり運動協議会 福岡市南区大楠２丁目10-15-102 815-0082 林田スマ
092-980-7435 092-980-7436

http://wwwl.bbiq.jp/fukuoka/
福岡都市圏一帯 松林の整備・保全

88
特定非営利活動法人火山里山保全交
流会

（事務局）福岡市南区皿山２－３－２２　岡本荘１０６ 811-1365 岡本　清孝 092-552-1536 092-210-8106 okamoto@ecojyu.jp http://hiyamasatoyama.org 糸島市 松林の整備・保全 竹林の整備・保全 木育・体験学習

89 糸島市林業研究クラブ 糸島市前原駅南３－１５－１６ 819-1138 吉村　正春 080-3992-1898 050-1196-7409 masa1898kun@ybb.ne.jp facebook.com/itorinken 糸島市 森林の整備・保全 木育・体験学習 遊歩道の整備・保全

90 伊都国の森づくりの会 糸島市新田919-1 819-1114 平野　照実
092-322-3140
（平野照実）
090-9595-8622

092-322-3140 hirano23@gaea.ocn.ne.jp 無 糸島市 森林の整備・保全 木育・体験学習 普及活動

91 森の合友会 糸島市飯原976-2 819-1152 波多江　裕史 090-9568-7351 無 hiro750213@yahoo.co.jp
http://morinogouyuukaijimdofr
ee.com/

糸島市 竹林の整備・保全 森林の整備・保全 　

92 ながいと鎮竹林 糸島市川付876-1 819-1155 福井　浩二 092-323-2032(久保敬） 092-323-2032 nagaito.k@city.itoshima.lg.jp 無 糸島市瀬戸、本 竹林の整備・保全

93 高上里山会 糸島市高上200-1 819-1143 清水　則文 092-324-4104 092-324-4104 raizan955@gmail.com 無 糸島市高上 竹林の整備・保全 　 　

94 NPO法人いとなみ 糸島市二丈福井3940-16 819-1631 藤井　芳広 090-5543-9149 無
npo_itonami@yahoo.co.jp（藤井
玲子）
fujiimon9@yahoo.co.jp

https://www.facebook.com/np
o.itonami

糸島市 森林の整備・保全 木育・体験学習 普及活動

95 里山づくり研究所 糸島市志摩吉田８３０－２ 819-1302 波多江　武光 092-327-3410 無 無 無
糸島市志摩吉田
糸島市二丈鹿家

森林の整備・保全 竹林の整備・保全 木育・体験学習

96 伊都遊歩道クラブ 糸島市前原中央３－１－２２ 819-1116 古川　完一
092-322-3214
090-7928-2673

322-3214 kaniti1942@yahoo.co.jp 無 糸島市 遊歩道の整備・保全 　

98 白糸里山さんかくの会 糸島市白糸527-1 819-1154 大串　幸男 090-7459-0681 092-332-0320 - 糸島市白糸 森林の整備・保全

103 福岡県立四王寺県民の森協議会 宇美町大字四王寺207 811-2105 会長　楠田　大蔵 092-932-7373 092-932-7340 kenminnomori@rhythm.ocn.ne.jp http://shioujikenminnomori.org/ 宇美町 木育・体験学習 普及活動

104 わきやま森林づくりボランティアの会 福岡市早良区大字椎原１１２４ 811-1114 会長　中島　嘉門 092-804-2418 福岡市 森林の整備・保全

105 福岡県の緑を考える会 久留米市田主丸町益生田1125 839-1213 谷川　茂義 0943-73-0130 0943-72-1200 - - - 森林の整備・保全

106 NPO法人田主丸町緑の応援団 久留米市田主丸町中尾1227-2 839-1216 宮崎　吉裕 090-8416-7002 - - - 中国(内モンゴル自治区）、久留米市 森林の整備・保全

107 新婦人・里山にどんぐりを植えよう会 久留米市国分町1020-1 830-0863
野村　三枝
（事務局　樋口裕子）

0942-21-4556 0942-21-4556 yhiguchi@fol.hi-ho.ne.jp - 久留米市、うきは市 作業道・遊歩道の整備・保全 木育・体験学習

108
特定非営利活動法人筑後川流域連携
倶楽部

久留米市中央町22-17-3F
（文書等の送付先）
〒839-0865　久留米市新合川１丁目１－３

830-0018 駄田井　正 0942-33-2121 0942-33-2125 kic@kurume.ktarn.or.jp http://www.ccrn.jp/ 筑後川流域 普及活動

109 みのう森林の会
久留米市田主丸町田主丸459-11 久留米市田主丸
総合支所産業振興課内

839-1233
吉弘　辰一
担当：吉岡　哲也

0943-72-2110 0943-73-2288 t-sangyo@city.kurume.fukuoka.jp - 久留米市田主丸町周辺 森林の整備・保全
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110 ちくご松山櫨復活委員会 久留米市田主丸町田主丸1224-80 839-1233 矢野　真由美 090-6779-4352 - info@mahaze.com http://www.mahaze.com/ 久留米市 森林の整備・保全

111 四季の森ふれあい教室開催委員会
久留米市城南町15-3
久留米市役所みどりの里づくり推進課内

830-8520
河内　俊英
担当：倉吉　孝道

0942-30-9166 0942-30-9717 seibi@city.kurume.fukuoka.jp - 久留米市 森林の整備・保全 木育・体験学習

114 花立山を楽しむ会 小郡市干潟2056-1 くろつち会館内 838-0112  美山　正担当：宮田浩之
0942-72-2111

内線352（都市計
画課）

0942-73-4574 tateishi@kaz.bbiq.jp - 小郡市　花立山周辺 森林の整備・保全 木育・体験学習 普及活動

115
特定非営利活動法人三沢遺跡の森を育
む会

小郡市三国が丘7丁目192 838-0103 原 正利
0942-80-0105
080-7726-9575

- - - 小郡市三沢遺跡の森 森林の整備・保全 普及活動

116 勝負坂公園を守る会 小郡市希が丘5-3-1  希みが丘公民館内 838-0107 山田　徳重 0942-75-7890 0942-75-8005 - - 小郡市希みが丘勝負坂公園の森林 森林の整備・保全

117 うきは市林業研究グループ うきは市浮羽町朝田381-5 浮羽森林組合内 839-1401
小河　啓雄
（事務局　樋口　勝也）

0943-77-2158 0943-77-6017 - - うきは市 森林の整備・保全 木育・体験学習

118 うきは市・癒しの旅先案内人協会 うきは市浮羽町朝田582-1 うきはﾌﾞﾗﾝﾄﾞ推進課内 839-1497 米川 更生 0943-76-9059 0943-77-5557 - - うきは市 普及活動 木育・体験学習

119 あまぎ緑の応援団 朝倉市甘木2010-3 朝倉森林組合内 838-0068 林　裕二 0946-22-4411 0946-22-5442 - - 朝倉市 森林の整備・保全

121 住みよい環境をつくる会 朝倉市比良松422 838-1303 高崎　新八 0946-52-0280 0946-52-3077 - - 朝倉市朝倉地区 森林の整備・保全 竹林の整備・保全

122
グリーンウェイブ朝倉水源の森実行委員
会

朝倉市牛鶴132-7
福岡市早良区小笠木678-1 (公財)ｵｲｽｶ西日本研修
ｾﾝﾀｰ内

838-0024
811-1112

栗原　渉
担当：廣瀬　兼明

0946-21-2375
092-803-0311

0946-22-0295
092-803-0322

k-hirose@oisca.org - 朝倉市寺内ダム周辺 森林の整備・保全

125 知山知水実行委員会 朝倉市上秋月1445(株)アサモク秋月営業所 838-0019 多田　啓 0946-28-7802 0946-28-7825 kei-tada@asamoku.co.jp - 朝倉市、筑前町 森林の整備・保全 作業道・遊歩道の整備・保全 木育・体験学習

126 夜須高原の緑化を推進する会 筑前町三箇山1103 838-0202 久家　國雄 0946-42-5811 0946-42-5880 - - 夜須高原周辺一帯 森林の整備・保全

127 里山保全の会　東峰村フラワーズ 東峰村大字小石原760番地 838-1601  柳瀬　弘光 090-5383-0694 - tohoflowers@gmail.com http://tohomura.com/ 東峰村 森林の整備・保全 普及活動 木育・体験学習

128 宝珠山百年の森づくり実行委員会 東峰村大字宝珠山6425 東峰村役場農林観光課内 838-1792
大倉　八郎
事務局　伊藤　槙悟

0946-72-2313 0946-72-2370 norin@vill.toho.fukuoka.jp - 東峰村 森林の整備・保全 普及活動

129 NPO法人北九環浄研 北九州市小倉南区中吉田6-12-15 800-0204 小倉 久秀 093-474-1117 093-474-1117 kitakan09@gmail.com http://www.kitakan.org
北九州市
山口県宇部市

森林の整備・保全 木育・体験学習 普及活動

130 NPO法人森遊会 北九州市小倉南区沼緑町4-26-7-102 800-0207 井上　和美 093-5283-9019 093-953-6150 inoue01@moriaｓobi.org https://www.moriasobi.site
大牟田市、朝倉
市、筑後市、北九
州市

木育・体験学習

131 北九州グリーンヘルパーの会 北九州市門司区東本町1丁目7-20-1501 801-0851 楢原　喜吉 093-332-1208 - knarahara27@yahoo.co.jp -
北九州市小倉南
区

竹林の整備・保全

132 北九州まなびとESDステーション 北九州市小倉北区魚町3丁目3-20中屋ﾋﾞﾙ地下1階 802-0006 近藤　倫明 093-522-0071 093-522-0072 manabito@kitakyu-u.ac.jp
http://www.manabito.kitakyu-
u.ac.jp

北九州市 森林の整備・保全

134 NPO法人ラベンダー 北九州市小倉北区三萩野1-8-13 802-0065 奥村 清隆 093-922-3305 093-922-3363
lavender-
kiyotaka@vanilla.ocn.ne.jp

ｈｔｔｐ://m-lavender.co.jp 北九州市 森林の整備・保全

135 NPO法人グリーンワーク 北九州市小倉北区東篠崎1丁目2番7号 802-0072 舛本　哲也 093-383-6807 093-941-9806 info@green-work.net http://www.green-work.net/
北九州市立山田
緑地

森林の整備・保全

136 北九州市林業研究グループ
北九州市小倉南区大字堀越350
北九州市森林組合内

802-0835 能美 俊夫 093-962-6078 093-962-6336 - - 北九州市内 森林の整備・保全

137 北九州農産加工組合　有限会社 北九州市小倉南区大字志井1428-1 802-0985 冨川　宏志 093-451-3950 - tomikawa@peace.ocn.ne.jp -
北九州市小倉南
区

竹林の整備・保全 遊歩道の整備・保全

138 (一社)森人未来ノ研究所 北九州市小倉南区新道寺849-4 803-0186 出口　学 093-451-0007 093-451-0007 - - 北九州市内 竹林の整備・保全

139 NPO農甦の会 北九州市小倉南区合馬266-3 803-0261 西　隆生 090-2584-7245 093-452-2753 - https://ameblo.jp/ichimarushin
北九州市小倉南
区合馬地区及び
中谷地域

森林の整備・保全 竹林の整備・保全

140 合馬校区まちづくり協議会地域振興部会 北九州市小倉南区合馬236-1 803-0261 中村　正史  093-451-1144 - masanaka1@mac.com -
北九州市小倉南
区合馬

竹林の整備・保全 森林の整備・保全

141 中谷地区まちづくり協議会
北九州市小倉南区徳吉南1-6-10
両谷市民ｾﾝﾀｰ内

803-0279 三井　勇策 090-8831-7840 093-451-1138 - -
北九州市、小倉南
区、中谷地区

竹林の整備・保全

142 響みどりの会 北九州市小倉北区板櫃3-13 803-0824 渡辺　真一 093-592-8690　 - - -
北九州市
若松区安屋

森林の整備・保全

144 NPO法人帆柱自然公園愛護会  北九州市八幡東区大字大蔵2664-1皿倉山ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ内 805-0048 新上　健一 093-681-5539 093-681-5538 info@hobashira-aigo.jp http://www.hobashira-aigo.jp/ 帆柱自然公園 木育・体験学習 作業道・遊歩道の整備・保全

145 NPO法人里山を考える会 北九州市八幡東区東田2-5-7 805-0071 関　宣昭 093-662-3100 093-662-3800 info@nposatoyama.org http://www.nposatoyama.org 北九州市 森林の整備・保全

146 北九州里山トラスト会議
北九州市八幡東区東田2-5-7
東田ｴｺｸﾗﾌﾞ内

805-0071 能美 俊夫 093-662-3100 093-662-3800 satoyama.trust@gmail.com
http://www.nposatoyama.org/tru
st.html

北九州市八幡東
区河内

竹林の整備・保全

147 社会福祉法人あゆみの森たけのこ会 北九州市八幡西区鳴水町5-22 806-0052 小林　陸生 093-645-3264 093-645-3265 takenoko@e-ayumi.sakura.ne.jp http://www.e-ayumi.com
北九州市八幡西
区鳴水町５－２２

森林の整備・保全 木育・体験学習

148 洞山保存と郷土史を語る会 芦屋町山鹿6番地 807-0141 国崎　重太 093-223-1059 - deposit@taj.bbiq.jp - 遠賀郡芦屋町 森林の整備・保全

150
特定非営利活動法人
あそびとまなび研究所

北九州市若松区塩屋2丁目16番8号 808-0131 秋葉　祐三子 070-5495-6543 093-616-9668 contact@asobitomanabi.org http://www.asobitomanabi.org 若松区 木育・体験学習

151
特定非営利活動法人
北九州ビオトープ・ネットワーク研究会

北九州市若松区ひびきの1-1
北九州市立大学国際環境工学部内

808-0135 ﾃﾞﾜﾝｶｰ・ﾊﾞｰﾄ 093-695-3245 093-330-4088 kitakyu.biolab@gmail.com
http://www.facebook.com/kiyaky
u.biolab

北九州市 竹林の整備・保全 木育・体験学習

153 岡垣緑のまちづくりの会 岡垣町旭台4-17-13 811-4215 小島 俊哉 093-282-7414 093-282-7414 t-kojima@san.bbiq.jp - 遠賀郡岡垣町 森林の整備・保全

154 岡垣竹部隊 岡垣町東高陽2-11-13 811-4225 安田 雅光 093-283-2900 - - -
遠賀郡岡垣町内
浦

森林の整備・保全

155 三里松原防風保安林保全対策協議会
岡垣町野間1-1-1
岡垣町役場産業振興課内

811-4233 平井　政秀 093-282-1211 093-282-3218 - - 遠賀郡岡垣町 森林の整備・保全
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156 上高倉地区環境を守る会 岡垣町大字高倉1348-1 811-4234 神谷　貞夫 093-282-6571 093-282-6571 - - 遠賀郡岡垣町 竹林の整備・保全

159 金剛山もととり保全協議会 直方市大字上頓野４２００－１３ 822-0003 幸田　洋征 090-2502-0286 金剛山もととり公園 森林の整備・保全 竹林の整備・保全

160 のおがたまちなかワンチーム 直方市殿町2-13 822-0017 青柳　幸枝 090-4539-3200 夢ニティのおがた、FMちょっくらじお 木育・体験学習 普及活動 　

161 龍王・山・里・川の会 飯塚市相田307 820-0052 坂本　榮治 090-1878-7930 0948-42-2594 - - 飯塚市(建花寺川・遠賀川流域） 木育・体験学習 普及活動 　

162 ＮＰＯ法人遠賀川流域住民の会 飯塚市川島686-4 820-0002 松岡　一四 090-4581-8649 0948-57-3773 yhnwc822@yahoo.co.jp http://ongagawa.jp/ 嘉麻市（千手） 竹林の整備・保全 　

163 ふる里森づくりの会 飯塚市忠隈120-11 820-0071 山元　将生 0948-24-3944 0948-24-3944 - - 飯塚市（庄司） 森林の整備・保全 　

164 里山、水、竹、土のめぐみ塾 飯塚市相田3-85 820-0052 入江　康男 0948-28-4721 0948-28-4721 xntyq954@yahoo.co.jp - 飯塚市（内野・八木山） 森林の整備・保全 　

165
茜の森里山湿地再生・保全協議会「茜も
りもり会」

飯塚市山口845-38(ｻﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ茜内) 820-0711 岸本　博和 0948-72-3331 0948-72-3335 - - 飯塚市（山口） 森林の整備・保全 竹林の整備・保全 　

166 一般財団法人サンビレッジ茜 飯塚市山口845-38 820-0711 山本　隆治 0948-72-3331 0948-72-3335 -
http://www.akane-ski-
fukuoka.com/

飯塚市（山口） 森林の整備・保全 竹林の整備・保全 　

167 八木山里山めぐみ塾 飯塚市相田3-85 820-0052 入江　康男 0948-28-4721 0948-28-4721 xntyq954@yahoo.co.jp - 飯塚市（八木山・内野） 森林の整備・保全 　

168 里山を守労会 飯塚市勢田719 820-1111
大塚　正智
（事務局）　森　英之

090-7383-1557 - mamoroukai@gmail.com mamoroukai.jimdofree.com 飯塚市 竹林の整備・保全 森林の整備・保全 木育・体験学習

169 たんと「木育」ネットワーク 飯塚市新飯塚22-1 820-0005 加藤　重信 0948-22-3900 0948-22-4306 miyachika@chikumoku.co.jp - 飯塚市 木育・体験学習 普及活動 　

170
特定非営利活動法人体験教育研究会ド
ングリ

飯塚市有安958番地1 820-0111 正平　辰男 0948-82-3188 0948-82-2780 taiken.sch@oks.or.jp - 飯塚市 木育・体験学習 　

174 下勢田の里山を守る会 飯塚市勢田１９５１－１　平山　悟　方 820-1111 大塚　民也 090-2587-8845 - d5c5es@bma.biglobe.ne.jp - 飯塚市勢田 森林の整備・保全 竹林の整備・保全

175 特定非営利活動法人風治さつきの会 田川市魚町2-30 825-0014 宇都宮　誠 0947-42-1135 0947-42-1136 田川市郡一円 森林の整備・保全 　

178 遠賀川源流の森づくり推進会議
嘉麻市岩崎1180-1
（嘉麻市役所農林振興課林務係）

820-0292 森　裕治 0948-42-7463 0948-42-7095 rinmu@city.kama.lg.jp - 嘉麻市 森林の整備・保全 木育・体験学習

179 フォレストセーバー正人どんの郷 嘉麻市上西郷４２４－１ 820-0306 倉智　良治
090-9791-5699
（有田

0948-57-1413 qqyp94af9@vega.ocn.ne.jp - 嘉麻市 森林の整備・保全 普及活動 竹林の整備・保全

180 三高山を守る会 嘉麻市下山田２１７－１ 821-0011 白金　運 0948-52-0380 0948-57-2528
santakasanwomamorukai@gmail.c
om

- 嘉麻市 作業道・遊歩道の整備・保全 普及活動

181 一般社団法人嘉麻市観光まちづくり協会 嘉麻市上臼井３２８－１ 820-0502 野見山　利三 0948-43-3680 0948-43-3854 info@e-kama.net https://www.e-kama.net 嘉麻市 木育・体験学習

182 弥山岳を守る隊 820-0606 本城　健次 - - - 桂川町 森林の整備・保全 遊歩道の整備・保全 普及活動

183 地域美化づくり推進協議会 加治　秀幸 香春町 森林の整備・保全 　 　

184 長光桜植樹会 本田　角治 香春町 森林の整備・保全 　 　

185 味見さくら会 大坪　松雄 香春町 森林の整備・保全 　 　

186 金明竹林を守る会 坪根　守 香春町 竹林の整備・保全 木育・体験学習 　

187 長光柿園の里を守る会 粟﨑　勍一 香春町 森林の整備・保全 　 　

188 金辺里山保存会 坪根　文克 香春町 森林の整備・保全 　 　

189 香春竹林整備活動組織 荒木　博史 香春町 竹林の整備・保全 　 　

190 採銅所金明竹林活動組織 木村　繁美 香春町 竹林の整備・保全 　 　

191 香春町商工会女性部 川上　美知子 香春町 普及活動 　 　

192 呉ダム渓流公園管理会 中山　美枝子 香春町 普及活動 　 　

193 香春道草の会 原田　忠 香春町 普及活動 遊歩道の整備・保全 　

194 油木ダムを美しくする会 田川郡添田町大字添田１２３２－１２（添田町森林組合） 824-0602 金子　鳴身 0947-82-0069 0947-82-0070 - - 添田町（津野） 森林の整備・保全

201 手鎌歴史と里山の会 甘木山一帯、学校、農地 竹林の整備・保全 木育・体験学習 森林の整備・保全

202 有明・里山を守る会 大牟田市上内「橘香園」 竹林の整備・保全 木育・体験学習

203 おおむた環境ネットワーク
大牟田市櫟野（自
然楽校）、諏訪川
など

森林の整備・保全 竹林の整備・保全 木育・体験学習

204 三池光竹実行委員会 大牟田市今山 竹林の整備・保全 遊歩道の整備・保全

206 倉永山林保全の会 甘木山周辺 森林の整備・保全 竹林の整備・保全
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208 大牟田市立宮原中学校 大牟田市 木育・体験学習

209 社会福祉法人あらぐさ会 大牟田市 木育・体験学習

210 三池山を守り楽しむネットワーク 大牟田市三池山周辺 森林の整備・保全 木育・体験学習 普及活動

211 普光寺臥龍梅保存有志の会 普光寺境内内及び周辺、普光寺周辺 森林の整備・保全 遊歩道の整備・保全

213 倉永山林組合 大牟田市大字倉永字新砂 森林の整備・保全 　 　

214 三池の里を愛する会 大牟田市今山 森林の整備・保全 竹林の整備・保全 遊歩道の整備・保全

217 柳川市緑づくり推進協議会 柳川市大和町鷹ノ尾120 839-0293 中村　智弘 0944-77-8732 0944-76-1135 八女市矢部村 森林の整備・保全

219 くろぎ起源会 八女市黒木町今１３１４－１ 834-1221 古賀　則夫 0943-42-1112 城山公園（八女市黒木町） 森林の整備・保全

221 猫尾城の会 八女市黒木町今１３１４－１ 834-1221 田中　義友 0943-42-1112 城山公園（八女市黒木町） 森林の整備・保全

222 特定非営利活動法人　山村塾 八女市黒木町笠原９８３６－１ 834-1222 小森　耕太 0943-42-4300 0943-42-4300 info@sansonjuku.com
https://sansonjuku.com

八女市黒木町笠原 森林の整備・保全 木育・体験学習 普及活動

239 協同組合　福岡・大川家具工業会 大川市酒見221-3 831-0016 理事長 森田　慎一郎 0944-87-2090 0944-88-2004 shuhei@okawa.or.jp http://www.okawa.or.jp  糸島市、朝倉市、長崎県西海市、那珂川市、豊前市 森林の整備・保全 木育・体験学習

243 ハローグリーン・けいちく 行橋市北泉5-15-21 824-0033 橋口　則隆
090－3669－

4173
0930－24－6645 t-inoue@waltz.ocn.ne.jp - 京築地域 森林の整備・保全 松林の整備・保全 　
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